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第 68 回山梨県体育祭り	 スキー競技	 実施要項	 

	 

主催	 	 	 	 	 （公財）山梨県体育協会	 山梨県教育委員会	 	 

北杜市体育協会	 北杜市教育委員会	 

	 

	 主管	 	 	 	 	 NPO 法人山梨県スキー連盟	 

	 

	 

1	 	 期	 日	 	 	 平成 27 年 3 月 15 日（日）	 

監督・代表者会議(旗門員割付・ビブ配布)	 午前９時００分～	 

スキー場	 中間レストラン	 清里カフェ	 	 地下 1 階	 会議室	 

開会式	 センターハウス前	 午前９時４０分	 

閉会式	 	 	 	 	 当日のプログラム参照のこと	 	 

２	 	 会	 場	 	 	 	 サンメドウズ清里スキー場	 	 Ｄコース	 	 TEL：0551-48-4111	 

３	 	 実施方法	 	 	 	 (市)、(町・村)２部対抗	 

４	 	 競技種目	 	 	 	 ジャイアントスラローム	 1 本制	 

５	 	 競技種別	 

種	 	 	 別	 年	 	 齢	 	 資	 	 格	 参	 	 加	 	 選	 	 手	 	 数	 

①ﾏ ｽ ﾀ ｰ ｽ ﾞ男子Ｃ	 ６４歳以上	 	 

☆市の部	 

参加選手総数は２５名以内	 

☆町・村の部	 

参加選手総数は１８名以内	 

	 

１市町村各種別とも４名以内	 

②ﾏ ｽ ﾀ ｰ ｽ ﾞ男子Ｂ	 ５４歳以上～６４歳未満	 

③ﾏ ｽ ﾀ ｰ ｽ ﾞ男子Ａ	 ４４歳以上～５４歳未満	 

④ ﾏ ｽ ﾀ ｰ ｽ ﾞ 女 子	 34 歳以上	 

⑤ 成 年 女 子 Ｂ	 ２４歳以上～３４歳未満	 

⑥ 成 年 女 子 Ａ	 １８歳以上～２４歳未満	 

⑦ 少 年 女 子	 １２歳以上～１８歳未満	 

⑧ 成 年 男 子 Ｃ	 ３４歳以上～４４歳未満	 

⑨ 成 年 男 子 Ｂ	 ２６歳以上～３４歳未満	 

⑩ 成 年 男 子 Ａ	 １８歳以上～２６歳未満	 

⑪ 少 年 男 子	 １２歳以上～１８歳未満	 

年齢基準は平成 26 年 4 月 1 日現在を基準とする。	 
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６	 	 参加資格	 	 	 

・原則として『市』の部は当該市に居住している者、『町・村』の部は当該町村に

居住又は、勤務しているものでアマチュアに限る(居住とは日常的な生活を行って

いる場所)	 

・県外に居住する選手であっても中学校又は高等学校卒業時まで家族と居住して

いた市町村からの参加を認める。	 

・少年の参加は、保護者が出場に同意した場合認める。	 

・参加市町村は大会当日の競技役員（旗門員等）を 1 名派遣すること。競技役員

を派遣できない市町村の参加は原則として認めない。（選手が交代で空白時間なく

競技役員（旗門員等）を務めることが可能な場合のみ選手が旗門員を兼ねること

を認める。）	 

・年齢資格外のクラスへの参加は認めない。	 

・選手の変更は大会当日の監督会議時に監督及び新たな選手同伴にて変更届を提

出し正当な理由と認められた場合に承認される。（例、会社員の方が急遽出張

となった。）	 

７	 	 競技規則	 この大会に定められている規則以外は、ＦＩＳ競技規則の最新版によ

る。代走は認めない。代走した選手は失格とする。	 

８	 	 得点方法	 （種別ごとの採点基準は、別に定める）	 

総合得点が同点の場合、種別得点の高い選手のいる市町村を上位と

する。それでも同点の場合、同順位とし種目得点を分けあう。	 

９	 	 表	 彰	 	 	 市の部総合 6 位まで、町村の部、各種別３位までを表彰する。	 

１０	 申込方法	 

（１）申込締切	 	 平成 27 年 3 月４日（水）必着	 

（２）申込書	 	 	 別途各市町村へ送付する所定の様式(Windows エクセルファ

イル)により選手データ等を入力し、下記事務局あてへメール、又は市町村名

のラベルを貼り付けたフロッピーディスクを郵送すること。	 

＊メールの場合は必ず送信した旨を電話で報告すること。	 

（３）申込先	 	 	 	 

	 	 	 住所	 	 	 〒400-0836	 

	 	 	 	 	 	 	 	 甲府市小瀬町 840	 

	 	 	 氏名	 	 	 (財)山梨県体育協会内	 山梨県体育祭り実行委員会事務局	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Tel	 055－243-8588	 

	 	 	 （４）質疑応答責任者	 	 県スキー連盟	 山本浩史０９０－２５２７－８９３７	 
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１１	 スタート順	 

各種別内の各市町村選手のスタート順について各市町村の代表者を集めた抽選会

は行わない。スタート順の抽選は山梨県スキー連盟役員立会のもと、コンピュータ

により１回抽選を行い、各種別内のスタート順をローテイションで決定する。各種

別のスタート順は本要項『５競技種別』に記載の順とする。各種別内の市町村のス

タート順は①市、②町・村とする。	 

１２	 救急処置	 	 競技中の傷害については、応急処置は行うが、その後の責任は負わ

ない。	 

	 

１３	 注意事項	 

（１）派遣旗門員の欄が空白のままの参加申込書は受け付けない。（参加選手数が少

なく、選手が空白時間なく交代で旗門員を兼ねることが明らかに不可能な場

合、選手名を監督(旗門員)欄に記入している市町村の参加申込書は受け付け

ない。	 

（２）当年度の所定様式（Windows エクセルファイル）以外の申込は受け付けない。	 

（３）参加申込書は各種別ともシード順に選手名を記入すること。	 

（４）競技に参加する者はヘルメットを着用すること、ソフトヘルメットは認めな

い。（ヘルメットを着用していない者はスタートさせない。）	 

（５）競技に参加する者は、参加者側で傷害保険に加入すること。	 

	 

	 

※選手、その他の方は大会当日、ゲレンデ中腹のカラマツロッジ下駐車場

は利用できません。センターハウス前一般駐車場を利用してください。	 

選手はセンターハウス前の駐車場に車を停めフラワーリフト（８：３０

～乗車開始）に乗車しＴＣＭ会場に移動してください。	 	 

※カラマツロッジ前の駐車スペースは宿泊者専用です。絶対に駐車しないでください。	 

※カラマツロッジ前駐車場は大会役員のみです。	 

※ゲレンデは8：30まで滑走禁止です。	 

	 

	 

	 

	 

	 

 


